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日程が変更になる場合がありますので、電話及びE-mail等にてご確認ください。

INPIT鳥取県知財総合支援窓口のサイトでは予約状況の確認が随時できます。

(http://chizai-portal.inpit.go.jp/madoguchi/tottori/）

♦商工会議所・商工会での知財無料相談会

鳥取商工会議所 中小企業相談所 (TEL：0857-32-8005) 特許相談会 随時開催（オンライン）【独自開催】

T E L 東部窓口：0857-52-5894 西部窓口：0859-36-8300

E-mail torimado@toriton.or.jp

【 INPIT 鳥取県知財総合支援窓口 】お申し込み連絡先

※各図書館ではよろず支援拠点「ビジネス情報相談会」を同日開催しております。

月 日 相談担当 場 所（予約・問い合わせ先電話） 時期

1月10日(火) 知財コーディネーター 倉吉商工会議所 (TEL:0858-22-2191) 第2火曜日

1月11日(水) 知財コーディネーター 境港商工会議所 (TEL:0859-44-1111) 第2水曜日

1月18日(水) 知財コーディネーター 米子商工会議所 (TEL:0859-22-5131) 第3水曜日

1月25日(水) 知財コーディネーター 中部商工会産業支援センター(TEL:0858-36-2868) 第4水曜日

♦弁理士駐在日

1

月 日 相談担当 場 所（予約・問い合わせ先電話） 会場 時期

1月10日(火)
（１月７日から変更）

田中俊夫弁理士
鳥取県発明協会 西部サテライト
（TEL:0859-36-8300)

2階 相談室 第1火曜日

1月11日(水)
（１月４日から変更）

中西弁理士
倉吉市立図書館

(TEL:0858-47-1183)
2階 第３研修室 第1水曜日

1月12日(木) 中西弁理士
鳥取県発明協会 本部
（TEL:0857-52-5894)

1階 相談室 第2木曜日

1月17日(火) 田中秀明弁理士
鳥取県立図書館
（TEL：0857-26-8155）

2階 ミニ研修室 第3火曜日

1月20日(金) 黒住弁理士
米子市立図書館
（TEL：0859-22-2612）

2階 研修室4 第3金曜日

※前日までに予約が入っていない場合は開催しません。

令和５年1月のINPIT 鳥取県知財総合支援窓口

知財無料相談会（開催時間13:00～16:00）

「INPIT 鳥取県知財総合支援窓口」相談会のお知らせ

開催方法に変更があった場合はＩＮＰ
ＩＴ 鳥取県知財総合支援窓口のＨＰに
てお知らせいたします。

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、１２月の相談会は下記の通り、
変更させていただきます。ご了承ください。

弁理士はオンラインで対応いたします
●12/16（金）田中秀明弁理士（会場：米子市立図書館）
●12/20（火）黒住弁理士（会場：鳥取県立図書館）



法人会員 企業ＰＲ
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企 業 名 株式会社モリックスジャパン

代 表 者 代表取締役社長 盛田 翔平

所 在 地
〒680-0912
鳥取県鳥取市商栄町２０３－６

電 話 0857‐23‐3641

Ｆ Ａ Ｘ 0857-22-3329

Ｕ Ｒ Ｌ https://www.morrix.co.jp/

資 本 金 1,200万円

従 業 員 46名

業 種 卸売業・小売業/機械器具卸売業

業務内容

特 色

モリックスジャパンは、これまで築き上げ
てきた知名度とブランドを維持しながら
『快適オフィス空間』を提案する、オフィ
ス専門商社です。

株式会社モリックスジャパン

お客様の快適環境を創造し、「未来」をデザインするヒューマン企業です

わが社の自慢

弊社は、鳥取県東部・中部を中

心にオフィスの総合プロデュー

スを行っています。

健康経営やSDGsにも取り組ん

でおり「健康経営マイレージ事

業」の知事表彰や「とっとり

SDGs企業認証」を受けました。

担当者よりメッセージ

今世間の”働き方改革”の流れに

のり、自分たちもお客様もオ

フィスの働き方をより良くして

いきます！

今年1月に施行された

「電子帳簿保存法」もまだ準備

がお済みでない企業様はいつで

もご相談ください！

「健康経営マイレージ事業」の表彰式 大山登山の様子

本社外観

社内の様子 用途に合ったプリンターをご提案いたします

解像度リアル2400dpiで
CAD細線もキレイに印刷

imagePRESS C270

画質、生産性すべてを
革新する大判プリンタ

imagePROGRAF
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ＩＰランドスケープ支援事業 第5回募集開始
（募集期間：12月12日（月）～1月20日（金））

募 集

INPIT（インピット）では、中小企業等の経営層が持つ「経営」や「事業」の課題に対して、市
場や事業、知財等の分析を通じた解決策のご提案を支援いたします。
企業の強みは「見える強み」から「見えない強み（知財等）」へ変化しています。そのため、企

業の経営戦略や事業戦略を検討する際に、自社の「強み」やライバル企業の状況、市場や技術開発
の動向などをふまえた戦略を策定するためには、知的財産の情報も加味することが欠かせません。
本事業では、「市場」や「事業」の情報に「知財」の情報を合わせた分析を行い、企業の抱える経
営や事業の課題に対して、強みを活かした解決策のご提案をいたします。費用はかかりません。

【公募期間】 第5回：令和４年12月12日（月）～令和５年1月20日（金）１７時

ＩＰランドスケープ支援事業 検索

応募方法や申請書の書き方はINPIT鳥取県知財総合支援窓口へ
お問い合わせください。

※要件の詳細はＨＰご覧ください

◆支援内容

経営層の抱える経営や事業
の課題の解決に寄与するこ
とを目的とし、市場・事
業・知的財産全般等の情報
を分析し、課題に対する示
唆や提案を含む報告書を提
供します。

◆分析対象情報

❶市場・事業等の情報
❷知的財産全般の情報
（特許文献のみならず案件に
応じて分析対象情報を決定
します）

◆費用

無料

❶中堅企業・中小企業、個人事業者、
中堅・中小企業者で構成されるグループ

❷地方公共団体
❸公設試験研究機関
❹都道府県等中小企業支援センター
❺商工会議所や商工会等
❻事業協同組合
❼大学、高等専門学校、高等学校等の教育機関

◆対象者の要件

◆本事業の利用の流れ

ＩＰランドスケープ支援事業の詳細、
申請書等のダウンロード等は
ＩＮＰＩＴのＨＰから確認できます。

T E L 東部窓口：0857-52-5894 西部窓口：0859-36-8300

E-mail torimado@toriton.or.jp

【 INPIT 鳥取県知財総合支援窓口 】お問い合わせ先

本年度最終の募集となります。



令和４年１１月２６日(土) 倉吉未来中心 小ホールにて第６4回鳥取県発明くふう展並びに
第22回鳥取県未来の科学の夢絵画展 表彰式・入賞作品展示会を開催しました。
表彰式は、新型コロナウイルス感染症の影響で３年ぶりの開催となり、鳥取県知事賞をはじ

め各賞の受賞者に表彰状と副賞が授与されました。受賞された皆さま、おめでとうございま
す！

開催
報告
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「第64回鳥取県発明くふう展」
「第22回鳥取県未来の科学の夢絵画展」

【主催者挨拶 髙島会長】 【来賓挨拶 鳥取県商工労働部長 池田一彦 様】

【雪の日も雨の日も便利で
ecoな家族みんなの下た箱】

米子市立福米西小学校
４年 石原 滉大 さん

【よごさずあらうゾウくん】

鳥取大学附属小学校
３年 柗見 海玄 さん

■ ■ ■鳥取県発明くふう展■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

表彰式・入賞作品展示会



■入賞作品展示会■

表彰式と同時に入賞作品展示会を開催し、たくさんの方にご覧いただきました。様々なアイデア
や発想をお持ちの皆様、ぜひ来年度のご応募をお待ちしております。
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■ ■ ■鳥取県未来の科学の夢絵画展■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

【なんでもできるウルトラシューズ】

南部町立会見小学校
４年 永江 仁大 さん

◆小学校の部◆

【うしろてんけんろぼっと】

米子市立箕蚊屋小学校
１年 長田 星奈 さん

◆幼稚園・保育園の部◆

【きしゃにのって
おそらのたびへ しゅっぱつ！】

認定こども園
湯梨浜町立まつざきこども園
年少 古田 千織 さん

＊そのほかの入賞作品は鳥取県発明協会HPからご覧ください。⇒ https://tottori-hatsumei.or.jp



開催
報告
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第３回「発明楽コンテストジュニア」二次審査委員会
入賞者発表！

令和４年１２月６日（火）第３回「発明楽コンテストジュニア」二次審査委員会

が、Webexによるオンラインにて開催されました。応募総数９８点に対し、一次

審査を通過した３０点が二次審査へ進みました。審査委員による厳正なる審査の

結果、１１点のアイデアが入賞しました。入賞者は以下のとおりです。入賞され

たアイデアのイラストと特徴は鳥取県発明協会HPで紹介していますので是非ご覧

下さい。（https://tottori-hatsumei.or.jp） 表彰式は、各学校を訪問させてい

たき、個別に開催する予定です。
おめでとう
ございます！

＜第３回「発コンＪｒ.」入賞者名簿＞

二次審査委員会の様子

【テーマ】 ❶社会や暮らしが良くなるアイデア

＋－×÷＋－×÷＋－×÷＋－×÷＋－×÷＋－×÷＋－×÷＋－×÷ ＋－×÷＋－×÷＋－×÷＋－×÷＋－×÷＋

賞 名 学校名 学年 氏 名 アイデアのタイトル

鳥取県知事賞 岩美町立岩美北小学校 5年 木下 羅美瑠 便利！しゃべるランドセル。

鳥取県知事賞 青翔開智中学校 2年 林 來美 安全Eco太郎

鳥取県教育委員会教育長賞 伯耆町立岸本小学校 6年 濱田 悠成 猫舌専用のはし

鳥取県教育委員会教育長賞 鳥取大学附属中学校 1年 山本 結羽 自由に！粘土座いす

鳥取県商工会議所連合会長賞 鳥取市立城北小学校 6年 山本 美花 水上ルンバ

鳥取県商工会連合会長賞 伯耆町立岸本小学校 6年 槇野 那智 ライフガードミニ

とりだい病院長賞 伯耆町立岸本小学校 6年 森田 結人
口を動かすだけで言葉がわかるカメ
ラくん（ボードつき）

ＢＳＳ山陰放送社長賞 岩美町立岩美北小学校 5年 尾﨑 瑠亜 エコエギ

鳥取県発明協会長賞 伯耆町立岸本小学校 6年 生田 叶翔 服＋電気

発コンＪｒ.奨励賞 境港市立外江小学校 4年 木下 奏 体温計付きスマートフォン

発コンＪｒ.奨励賞 鳥取大学附属中学校 1年 田村 萌梨 なんでもキャッチマン！
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鳥取県知的所有権センター担当者より

『3年ぶりに』

お知
らせ 特許庁が発行しているパンフレットの紹介

（一社）鳥取県発明協会

小畑 佐智子

特許庁が発行しているパンフレットが特許庁のホームページからダウンロードできます。
是非ご活用ください。

◆特許庁の各種パンフレット一覧
→https://www.jpo.go.jp/resources/report/sonota-info/panhu.html

↓一例です。他にもいろいろございます。
特許庁 パンフレット 検索

こんにちは。今年の４月から鳥取県産業振興機構から鳥取県発明協会の職員になりました。
引きつづきよろしくお願い申し上げます。

さて先日、３年ぶりに鳥取県発明くふう展と鳥取県未来
の科学の夢絵画展の表彰式を開催することができました。
距離を取った配席、参加人数の制限、感染対策あれこれし
て…今までのやり方を少し変えましたが、何とか無事に開
催できて安堵しております。

ステージ袖から受賞されたお子さまや家族の姿を眺めて
いたら、コロナ禍ですさんでいた心がすごく浄化されまし
た。みなさんが本当にキラキラと輝いていました。マスク
の下はきっと笑顔であふれていたことと思います。改めて
表彰式っていいなと思いました。

表彰されることにより受賞の栄誉感が高まり、今後の励
みとなってくれることを切に願います。

冊子はINPIT鳥取県知財総合支援窓口に置いております。
お気軽にお問い合わせください。

東部窓口☎ 0857-52-5894
西部窓口☎ 0859-36-8300

https://www.jpo.go.jp/resources/report/sonota-info/panhu.html


書籍のお知らせ（発明推進協会の本2022.12）

鳥取県発明協会の会員様は 発明推進協会
発行の書籍が 20%OFFになります。

【書籍申し込み・入会お問い合わせ】
一般社団法人鳥取県発明協会

☎ 0857-52-6728 E-Mail：hatsu@toriton.or.jp
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鳥取県発明協会 会員価格： 1,320円

鳥取県発明協会 会員価格： 3,520円

鳥取県発明協会 会員価格： 3,960円

鳥取県発明協会 会員価格： 1,320円
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※詳細は公報にてご確認ください。

鳥取県特許関係情報（令和4年1１月）

◆特許公報目次・実用新案登録公報目次◆

◆商標登録状況◆

出願人氏名 発明の名称 公報番号 出願番号 出願日

株式会社メディビート 視力測定装置 2022-174378 2021-080128 2021/5/11

株式会社ワイエスエンジニアリング 籾殻粉砕機 2022-176013 2021-104449 2021/5/12

株式会社鳥取再資源化研究所
活性炭入り発泡ガラス、その製造方法及びそれを含む水
質向上剤

2022-175015 2021-081117 2021/5/12

国立大学法人鳥取大学 人工ウイルスキャプシド 2022-173834 2021-079799 2021/5/10

日本セラミック株式会社 超音波送受信器 2022-167544 2021-073397 2021/4/23

株式会社バルコス バッグ 特-07177320 2018-107376 2018/6/5

国立大学法人鳥取大学 生体情報処理装置およびプログラム 特-07166402 2021-134769 2021/8/20

国立大学法人鳥取大学 生体情報処理装置およびプログラム 特-07166403 2021-134770 2021/8/20

地方独立行政法人鳥取県産業技術センター アルミロール端面揃え装置 特-07165290 2016-067160 2016/3/30

有限会社ジオテクノ 食物繊維補給食品 特-07164102 2018-020181 2018/2/7

商標権者 文字商標 登録番号 出願番号
指定商品

又は指定役務

三洋テクノソリューションズ鳥取株式会社 ＬＩＭＮＯ 6632351 2022-087376
第９類 第３５類

第４２類

ＡＬＥＴＴＡ合同会社 ＳＷＥＥＴＰＡＲＴＹＢＡＬＬＯＯＮＳ 6633432 2022-059919 第２８類

株式会社ルリエ 森としっぽ・ 6634380 2021-112732
第３５類 第４１類
第４３類 第４４類

第４５類

三光株式会社 自然の恵み海ぷち 6634974 2022-035930
第２９類 第３１類
第３５類 第４０類

第４４類

下田 理絵 ＡＢＣＬＩＦＥ 6635128 2022-047124 第３５類

南 克憲 こつまん 6635398 2022-087215 第３０類

岡嶋 俊二 砂丘焼き 6635464 2022-063301 第３０類

メイプル有限会社 事業承継がうまくいく家族写真 6637331 2022-066159 第４１類

有限会社米澤自転車店 ＧＣ、ＧＲＥＥＮＣＹＣＬＥ 6638249 2021-149243 第１２類

小倉 有加香 白狐屋 6639505 2022-057098 第２５類

三光株式会社 バイオソイル 6640673 2021-154070
第３５類 第４０類

第４２類

株式会社ちむら とうふちくわＬＡＢ 6640977 2022-072040 第４１類

株式会社上代 かみだい、上代 6641747 2022-072147 第３３類

株式会社アクシス とどけ・生活・、トリスト 6641844 2022-040045 第３５類

株式会社アクシス ＢＩＲＤ、とどけ・未来・ 6641845 2022-040048 第３５類

株式会社ダブルノット 敷板ＮＥＴ、シキイタネット 6642319 2021-158628 第３５類



鳥取県発明協会 伊藤

《お問合せ・お申込み先》

一般社団法人鳥取県発明協会
〒689-1112 鳥取県鳥取市若葉台南7丁目５番1号

電 話：0857-52-6728 FAX：0857-52-6674 Ｅ-mail：hatsu@toriton.or.jp

会員募集中!!
鳥取県発明協会は発明の奨励、青少年の創造性開発育成、知的財産権制度の普及

などを通じて、これらに関係するいろいろなサービスを提供し、地域社会に貢献す
ることを目的として活動しています。このような当協会の活動趣旨にご賛同いた
だける方々に、会員という形で協会の運営にご協力をお願いしています。

種 別 年 会 費 対象期間 会員様特典

法人会員 一口 / 15,000円 4/1～翌年3/31 ①～⑥

個人会員 一口 /   6,000円 4/1～翌年3/31 ①～③

協賛会員 一口 /   3,000円 4/1～翌年3/31 ①

会員様特典

① 会報等の無料送付（毎月）

・ 機関誌 「知財とっとり」

・ 月報 「はつめい」

・ 「発明推進協会News Letter」

② （一社）発明推進協会の会員向けサービスの利用

・刊行物等の値段が20％引き

・会員専用ホームページの閲覧

③ 「発明楽～はじめての発明楽」 500円（税別）が20％引き

④ つきいち検索サービス

ご希望のキーワード群（最大3群）を登録していただき、J-PlatPatを使用して検索した結果

（リストのみ）を毎月無料送付（公報のプリントアウトは有料）

⑤ 当協会ホームページにバナー広告の掲載

⑥ 機関誌 「知財とっとり」の企業PRのページで会員の紹介

(一社）発明推進協会発行

(公社）発明協会発行

(一社）鳥取県発明協会発行

（希望される法人会員のみ）

（希望される法人会員のみ）

（希望される法人会員のみ）

コロナで始まりコロナで終わる1年となりました。

サッカーワールドカップでは、コロナを吹き飛ばす勢いで盛り上がり、沢山の感

動と勇気をもらいました。日本中が一つになったように感じられた人も多かった

のではないでしょうか。惜敗してしまいましたが、あちらこちらで「ブラ

ボー！」が連呼されている様子を見て、なんだかほっこりと嬉しい気持ちになっ

ています。（笑）

今年も「知財とっとり」をご愛読いただき有難うございました。

来年もどうぞよろしくお願いいたします。
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